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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第43期

第１四半期連結
累計期間

第44期
第１四半期連結
累計期間

第43期

会計期間

自平成24年
３月１日
至平成24年
５月31日

自平成25年
３月１日
至平成25年
５月31日

自平成24年
３月１日
至平成25年
２月28日

売上高（千円） 3,178,1463,082,14112,868,062

経常利益（千円） 1,160,597814,2153,990,413

四半期（当期）純利益（千円） 625,303 399,8171,922,612

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
626,564 398,4861,927,185

純資産額（千円） 5,338,5646,443,7786,340,253

総資産額（千円） 15,393,42813,995,98014,326,071

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
20.37 12.95 62.49

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
20.04 12.71 61.39

自己資本比率（％） 34.5 45.6 43.8

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　平成25年３月１日付で、当社の子会社である株式会社フォー・クルーおよび１ｓｔネクスパイア株式会社は、１ｓｔ

ネクスパイア株式会社を存続会社、株式会社フォー・クルーを消滅会社とする吸収合併を行いました。これにより、株

式会社フォー・クルーは当社の連結子会社ではなくなりました。

　また、マネジメント・バイアウト（MBO）の一環として行われたモノリスホールディングス株式会社による当社の普

通株式および新株予約権に対する公開買付けの結果、平成25年５月30日付で、モノリスホールディングス株式会社が

当社の親会社となり、オリックス株式会社が当社のその他の関係会社に該当することになりました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更

があった事項は、次のとおりであります。

　マネジメント・バイアウト（MBO）の一環として行われたモノリスホールディングス株式会社による当社の普通株

式および新株予約権に対する公開買付けの結果、当社の大株主であった投資事業有限責任組合アドバンテッジパート

ナーズエム・ビー・アイファンド三号、AP Cayman Partners I, L.P.、AP Cayman Partners I-B, L.P.、アドバンテッ

ジパートナーズ投資組合１４号およびアドバンテッジパートナーズ投資組合１４号－Ｂは保有する全ての当社株式

を売却いたしました。この結果、前事業年度の有価証券報告書に記載した「(10)大株主がファンドであること等につ

いて」は消滅しております。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において，経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　なお、当社は、平成25年４月５日開催の当社取締役会において、マネジメント・バイアウト（MBO）の一環として行わ

れたモノリスホールディングス株式会社（以下、「モノリスホールディングス」といいます。）による当社の普通株

式および新株予約権に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）について賛同の意見を表明するこ

と、および当社の株主および本新株予約権（注）のうち第１回Ｂ種新株予約権の保有者に対して本公開買付けへの応

募を推奨することを決議いたしました。

　本公開買付けは、平成25年４月８日から平成25年５月22日まで実施され、本公開買付けの結果、モノリスホールディ

ングスは、平成25年５月30日（本公開買付けの決済日）に当社普通株式30,234,165株および本新株予約権400,000個

を取得し、その結果、買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数306,341個、買付け等後における

公開買付者の株券等所有割合は96.37％となりました。

　当社は、平成25年７月10日開催の取締役会において、当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定

款変更を行うこと、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項に

ついての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨の定款変更を行うこと、および当該普通株式の全部（当社が保有

する自己株式を除きます。）の取得と引き換えに別の種類の当社株式を交付することについて、平成25年８月12日開

催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）に付議することを決議し、また、全部取得条項を付

す旨の定款変更を行うことについて、本臨時株主総会と同日に開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする

種類株主総会（以下、「本種類株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしました。　

　当社普通株式は、当四半期報告書提出日現在、東京証券取引所市場第二部に上場されておりますが、本臨時株主総会

において定款一部変更および全部取得条項付普通株式の取得に係る議案が原案どおり承認可決され、本種類株主総会

において定款一部変更に係る議案が原案どおり承認可決された場合には、当社普通株式は、東京証券取引所の上場廃

止基準に該当することとなりますので、当社普通株式は、平成25年８月12日から平成25年９月12日の間、整理銘柄に指

定された後、平成25年９月13日をもって上場廃止となる予定です。　

　上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所において取引することはできません。

　

（注）本新株予約権とは、以下の新株予約権をいいます。

①　平成17年２月10日開催の当社臨時株主総会および平成17年２月10日開催の当社取締役会の決議に基づき発行され

た第１回Ｂ種新株予約権（以下、「第１回Ｂ種新株予約権」といいます。）

②　平成18年７月10日開催の当社臨時株主総会および平成18年７月10日開催の当社取締役会の決議に基づき発行され

た第１回Ｄ種新株予約権（以下、「第１回Ｄ種新株予約権」といいます。）

③　平成18年７月10日開催の当社臨時株主総会および平成18年７月10日開催の当社取締役会の決議に基づき発行され

た第１回Ｅ種新株予約権（以下、「第１回Ｅ種新株予約権」といいます。）

④　平成21年９月15日開催の当社臨時株主総会および平成22年４月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行され

た第２回新株予約権（以下、「第２回新株予約権」といいます。）

⑤　平成23年５月27日開催の当社定時株主総会および平成23年６月10日開催の当社取締役会の決議に基づき発行され

た第３回新株予約権（以下、「第３回新株予約権」といいます。）

⑥　平成24年５月30日開催の当社定時株主総会および平成24年６月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行され

た第４回新株予約権（以下、「第４回新株予約権」といい、第１回Ｂ種新株予約権、第１回Ｄ種新株予約権、第１

回Ｅ種新株予約権、第２回新株予約権および第３回新株予約権と併せて、「本新株予約権」といいます。）
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社および連結子会社）が

判断したものであります。　

(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益は大企業を中心に改善の動きがみられ、設備投資は

下げ止まりつつあるなど、景気は緩やかに持ち直しています。その一方で、ソフトウェア投資につきましては、弱含

んでおります。先行きに関しましては、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、マインドの改善

にも支えられ、次第に景気回復へ向かうことが期待されます。ただし、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気

を下押しするリスクとなっています。また、雇用・所得環境の先行き等にも注意が必要となっています。

このような中、平成25年４月５日付「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」にてお知らせいたしまし

たとおり、クラウド・ビッグデータ時代に対応した新製品の開発やクラウドサービスでの製品提供の加速およびそ

れを可能とする事業構造の再構築等を目的として、モノリスホールディングス株式会社による非公開化の手続きが

進められておりますが、足許におきましては、平成24年４月に公表した平成25年２月期から平成27年２月期までを

対象とする３カ年の中期経営計画に基づき、既存事業の成長、およびクラウドコンピューティングや海外事業の新

規事業への投資に注力しております。

営業面においては、帳票製品の公的機関向けの大型案件が寄与したものの、ソフトウェアプロダクトの販売状況

は全般的に厳しい状況となっており、売上高は前年同期比減少しております。また、費用面においては、業容拡大の

ために、外注費や従業員給与・賞与等が増加しています。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,082,141千円（前年同期比3.0％減）、営業利益は790,408千円

（前年同期比32.9％減）、経常利益は814,215千円（前年同期比29.8％減）、四半期純利益は399,817千円（前年同

期比36.1％減）となりました。

　

各セグメントの業績は以下のとおりであります。

［ソフトウェア事業］

①　ソフトウェアプロダクト売上高

ソフトウェアプロダクト売上高は1,188,911千円（前年同期比17.7％減）となりました。主要製品別の業績は

次のとおりであります。

(a）帳票製品

公的機関向けの大型案件が寄与したものの厳しい状況が続いており、PDF帳票専用の保管ツール「SVF PDF

Archiver」等の新製品の投入を行いましたが、実績に寄与するまでには至らず、帳票製品の売上高は929,666

千円（前年同期比16.8％減）に留まりました。

(b）ＢＩ製品

ビッグデータへの関心の高まりとともに、ＢＩ（ビジネスインテリジェンス）ツールにつきましても、引

き続き高い関心が寄せられているものと認識しておりますが、昨年来厳しい状況が続いており、ＢＩ製品の

売上高は259,245千円（前年同期比20.9％減）に留まりました。

②　保守売上

ソフトウェア事業は、各製品の保守契約を結び、毎年一定の保守料金をいただいております。各製品の累計出荷

数の増加とともに保守売上は増加傾向にあり、保守売上の売上高は1,290,175千円（前年同期比9.8％増）となり

ました。

③　その他

導入支援、トレーニング等の付随サービスの売上高を、ソフトウェア事業の収益源の一つとして確立すべく、拡

販施策の検討を進めております。特に、ＢＩ製品導入時のコンサルティングサービスの引き合いが強く、その他の

売上高は128,377千円（前年同期比23.7％増）となりました。

　

これらの結果、当セグメントの売上高は2,607,464千円（前年同期比4.3％減）、セグメント利益は1,134,588千

円（前年同期比24.6％減）となりました。

　

［セキュリティサービス事業］　

セキュリティサービス事業では、連結子会社バリオセキュア株式会社が独自開発したセキュリティ機器を顧客

企業のインターネットゲートウェイ（ユーザー企業の社内ネットワークと外部のインターネットをつなぐ出入

口）に設置し、搭載されたセキュリティ機能を運用監視することで総合的なセキュリティサービスを提供してお

ります。大型案件の獲得により、当セグメントの売上高は479,177千円（前年同期比5.4％増）、セグメント利益は

111,995千円（前年同期比17.9％減）となりました。 　
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当第１四半期連結会計期間末における資産合計は13,995,980千円と、前連結会計年度末と比較して330,090千

円減少しました。流動資産は、現金及び預金の減少等により419,168千円減少し、4,058,282千円となり、固定資産

は、償却によりのれんが減少した一方で、敷金及び保証金が増加したこと等の要因により89,077千円増加し、

9,937,698千円となりました。負債は、未払法人税等の減少等に伴い、前連結会計年度末と比較して433,616千円減

少し、7,552,201千円となりました。

純資産は6,443,778千円であり、前連結会計年度末と比較して103,525千円増加しました。これは、四半期純利益

399,817千円を計上した一方で、配当を358,736千円実施したこと等によるものです。  

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　

　

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、170,064千円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　

　

EDINET提出書類

１ｓｔホールディングス株式会社(E24914)

四半期報告書

 5/20



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 135,872,688

計 135,872,688

　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成25年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年７月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 34,768,172 34,768,172
東京証券取引所

市場第二部　

完全議決権株式であ

ります。なお、権利内

容に何ら限定のない

当社における標準と

なる株式であり、単

元株式数は100株で

あります。　

計 34,768,172 34,768,172 － －

（注）提出日現在発行数には、平成25年７月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年３月１日～

平成25年５月31日　
－ 34,768,172 － 133,124 － 31,193
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】　

 平成25年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）　

普通株式　　3,760,900　
－

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であります。

完全議決権株式（その他） 普通株式 　31,005,000 310,050 同上

単元未満株式 普通株式　　　　2,272 － －

発行済株式総数 34,768,172 － －

総株主の議決権 － 310,050 －

　（注）単元未満株式の欄には、当社所有の株式が43株含まれています。

　

②【自己株式等】

　 平成25年５月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

１ｓｔホールディングス

株式会社

東京都渋谷区円山町

28番５号
3,760,900－ 3,760,90010.82

計 － 3,760,900－ 3,760,90010.82

　（注）当社の本店所在地は、平成25年７月１日付で、東京都渋谷区桜丘町20番１号に変更しております。

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 － 赤池　敦史 平成25年５月30日

監査役 － 神山　晃男 平成25年５月30日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年３月１日から平成

25年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年３月１日から平成25年５月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,411,350 1,908,026

受取手形及び売掛金 1,270,930 1,279,891

原材料 3,340 976

貯蔵品 79,054 98,480

繰延税金資産 417,232 371,839

その他 302,587 404,539

貸倒引当金 △7,045 △5,472

流動資産合計 4,477,450 4,058,282

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 772,947 742,574

工具、器具及び備品（純額） 159,939 168,794

土地 1,245,504 1,245,504

有形固定資産合計 2,178,391 2,156,873

無形固定資産

のれん 6,543,123 6,450,805

ソフトウエア 236,641 237,619

その他 32,449 38,149

無形固定資産合計 6,812,214 6,726,574

投資その他の資産

投資有価証券 152,338 152,433

長期貸付金 680 404

繰延税金資産 53,017 75,039

敷金及び保証金 262,250 443,472

匿名組合出資金 110,000 110,000

出資金 177,320 187,085

その他 108,078 93,474

貸倒引当金 △5,673 △7,659

投資その他の資産合計 858,014 1,054,250

固定資産合計 9,848,620 9,937,698

資産合計 14,326,071 13,995,980
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 105,532 112,611

短期借入金 22,500 3,098,359

1年内返済予定の長期借入金 1,185,560 －

未払法人税等 865,642 324,811

賞与引当金 260,248 133,175

役員賞与引当金 21,453 －

前受金 2,375,461 2,581,608

その他 593,255 915,168

流動負債合計 5,429,653 7,165,734

固定負債

長期借入金 2,126,059 －

繰延税金負債 10,217 8,653

役員退職慰労引当金 33,716 －

長期未払金 336,006 332,624

その他 50,165 45,188

固定負債合計 2,556,164 386,467

負債合計 7,985,818 7,552,201

純資産の部

株主資本

資本金 133,124 133,124

資本剰余金 1,202,838 1,171,157

利益剰余金 7,076,980 7,118,061

自己株式 △2,127,097 △2,025,904

株主資本合計 6,285,846 6,396,439

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △94 △34

為替換算調整勘定 △9,991 △11,381

その他の包括利益累計額合計 △10,085 △11,416

新株予約権 64,492 58,756

純資産合計 6,340,253 6,443,778

負債純資産合計 14,326,071 13,995,980
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年３月１日
　至　平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年５月31日)

売上高 3,178,146 3,082,141

売上原価 621,987 680,363

売上総利益 2,556,158 2,401,777

販売費及び一般管理費 1,378,509 1,611,369

営業利益 1,177,649 790,408

営業外収益

受取利息 55 19

受取配当金 13 －

保険返戻金 9,546 27,732

匿名組合投資利益 2,526 3,381

その他 3,006 3,399

営業外収益合計 15,148 34,533

営業外費用

支払利息 12,265 6,604

支払手数料 19,744 4,106

為替差損 113 －

その他 77 15

営業外費用合計 32,200 10,726

経常利益 1,160,597 814,215

特別利益

固定資産売却益 30 －

特別利益合計 30 －

特別損失

固定資産除却損 744 30,284

固定資産売却損 102 －

投資有価証券評価損 9,833 －

人事制度改訂に伴う割増退職金等 － 23,706

その他 － 7,500

特別損失合計 10,679 61,491

税金等調整前四半期純利益 1,149,948 752,724

法人税、住民税及び事業税 468,334 331,134

法人税等調整額 56,309 21,772

法人税等合計 524,644 352,907

少数株主損益調整前四半期純利益 625,303 399,817

四半期純利益 625,303 399,817
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年３月１日
　至　平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 625,303 399,817

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △58 59

為替換算調整勘定 1,318 △1,390

その他の包括利益合計 1,260 △1,330

四半期包括利益 626,564 398,486

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 626,564 398,486
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　平成25年３月１日付けで１ｓｔネクスパイア株式会社と株式会社フォー・クルーは、１ｓｔネクスパイア株式会

社を存続会社とする吸収合併方式により合併しております。その合併により株式会社フォー・クルーは解散したた

め、連結の範囲から除外しました。

 

【会計方針の変更等】

　　（減価償却方法の変更） 

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

 

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。

  
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年３月１日
至  平成24年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年３月１日
至  平成25年５月31日）

減価償却費 51,349千円 47,292千円

のれんの償却額 　　　91,972 　　　92,317
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年５月31日）

1.　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月30日

定時株主総会
普通株式 311,127 10.14平成24年２月29日平成24年５月31日利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

　　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年３月１日　至　平成25年５月31日）

1.　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月20日

定時株主総会
普通株式 358,736 11.64平成25年２月28日平成25年５月21日利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）　

　 報告セグメント　
調整額

（注）１

四半期連結損

益計算書計上

額（注）２
　

ソフトウェア

事業

セキュリティ

サービス事業
合計

売上高　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高　 2,723,519454,6263,178,146 － 3,178,146

セグメント間の内部売上

高又は振替高　
－ － － － －

計　 2,723,519454,6263,178,146 － 3,178,146

セグメント利益 1,504,785136,3491,641,134△463,4841,177,649

（注）１．セグメント利益の調整額△463,484千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、全社

費用は、報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用であります。 

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な発生および変動はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年３月１日　至　平成25年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）　

　 報告セグメント　
調整額

（注）１

四半期連結損

益計算書計上

額（注）２
　

ソフトウェア

事業

セキュリティ

サービス事業
合計

売上高　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高　 2,607,464474,6763,082,141 － 3,082,141

セグメント間の内部売上

高又は振替高　
－ 4,501 4,501 △4,501 －

計　 2,607,464479,1773,086,642△4,501 3,082,141

セグメント利益 1,134,588111,9951,246,583△456,175 790,408

（注）１．セグメント利益の調整額△456,175千円は、セグメント間取引消去△4,501千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△451,674千円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しな

い親会社の管理部門に係る費用であります。 

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な発生および変動はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年３月１日
至　平成24年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年３月１日
至　平成25年５月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 20円37銭 12円95銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 625,303 399,817

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 625,303 399,817

普通株式の期中平均株式数（千株） 30,704 30,874

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 20円4銭 12円71銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 505 591

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

　

EDINET提出書類

１ｓｔホールディングス株式会社(E24914)

四半期報告書

16/20



（重要な後発事象）

　当社は、平成25年７月10日開催の取締役会において、当社において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定

款変更を行うこと、当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項に

ついての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨の定款変更を行うこと、および当該普通株式の全部（当社が保有

する自己株式を除きます。）の取得と引き換えに別の種類の当社株式を交付することについて、平成25年８月12日開

催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）に付議することを決議し、また、全部取得条項を付

す旨の定款変更を行うことについて、本臨時株主総会と同日に開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする

種類株主総会（以下、「本種類株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしました。　

　当社普通株式は、当四半期報告書提出日現在、東京証券取引所市場第二部に上場されておりますが、本臨時株主総会

において定款一部変更および全部取得条項付普通株式の取得に係る議案が原案どおり承認可決され、本種類株主総会

において定款一部変更に係る議案が原案どおり承認可決された場合には、当社普通株式は、東京証券取引所の上場廃

止基準に該当することとなりますので、当社普通株式は、平成25年８月12日から平成25年９月12日の間、整理銘柄に指

定された後、平成25年９月13日をもって上場廃止となる予定です。　
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２【その他】

該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

　

　 　 平成25年７月12日

　

１ｓｔホールディングス株式会社

 取締役会　御中  

　

　 新日本有限責任監査法人 　

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 佐藤　明典　　印

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 廣田　剛樹　　印

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 松尾　信吉　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている１ｓｔホール
ディングス株式会社の平成２５年３月１日から平成２６年２月２８日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
（平成２５年３月１日から平成２５年５月３１日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２５年３月１日から平成２
５年５月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結
包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して
四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、１ｓｔホールディングス株式会社及び連結子会社の平成２５年５月３１
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる
事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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